
第６学年１組 家庭科学習指導案 
Ｈ１６．６．２１ 

                                                                      場所   調理室 
 
１，題材名           わが家の朝ご飯にぴったり！！ ～野菜を使った一品料理を作ろう～ 
                                                                                            

 ２，題材の目標 
 ○ 朝の生活時間や調和の良い食事に関心を持ち、野菜を用いた簡単な調理をしようとする。 
                                （関心、意欲、態度） 
 ○ ゆでたり、いためたりする調理について考えたり、自分なりに工夫したりすることができる。 
                                                 （創意工夫） 
 ○ 基礎的な技能を身につけ、ゆでたり、いためたりする朝食作りをすることができる。 
                                                             （技能） 
 ○ 生活時間の有効な使い方や、ゆでたりいためたりする調理に関する基礎的事項がわかる。 
                                （知識、理解） 

 
３，基盤 
（１）題材について 
 子どもたちの家庭での生活時間を調べてみると、高学年になるにつれて夜型の生活になる傾向が強く、

朝の時間をあわただしく過ごしている子どもが多い。また、食事や家庭の仕事などを共にし、家族との

ふれあいや団らんの時間を十分にとれていない子も見られる。 
 なかでも朝食については、準備などの仕事を分担している子どもはほとんど無く、家族に任せっきり

になっている子どもが多い。また、起床後すぐに食べるため、食欲があまりなかったり、時間がなかっ

たりするなどの理由から、パンと牛乳だけなどのバランスがとれていない食事をとる子どもが多い。ま

た、バランスはとれていても量が少ない子どもや、朝ご飯を食べていない子どももいる。成長期にある

子どもたちが、偏った食事から栄養上のバランスが崩れ、様々な健康障害を起こすことも考えられる。 
  子どもたちは５年生の時に、サラダ作りやご飯とみそ汁作りの学習を通して、調理の基礎的な技能
を身につけたり、栄養についての簡単な知識を学んだりしている。そこで、本単元では特に朝ご飯を取

り上げる。栄養面や、家族とのふれあいの面などから、必要感を持たせながら家族のための朝ご飯作り

に取り組ませる。なかでも、子どもたちの朝ご飯で不足しがちであった野菜を中心とした料理で、時間

が限られている朝でも調理可能な、「ゆでる」「いためる」の二つの方法に絞って学習を進める。 
  このように、子どもたちが自分の生活を見直し、家族の為にできる食事作りを考え、実践していく活
動をすることは、家族の一員として、家庭生活をよりよくしていこうとする態度につながると考え、本

題材を設定した。 
  次の学習では、一食分の食事づくりへとつながっていく。 
（２）学習を進めるにあたって 
      学習前の子どもの姿                              子どもに育てたい力                  
 ① 調理には強い関心を持っているが、朝食  ① 家族の為に、自分にできる野菜料理を作 
  を含め、家庭で調理を実践している子ども   ったり、分担された仕事を進んでしたりす 
  少ない。   る力。 
 ② おいしい料理を考えようとする子どもは  ② 自分の生活の振り返りから、栄養や調理 
  いるが、栄養や調理時間なども考えて工夫   時間なども考えて、自分の家族に適した野 
  をする子どもは少ない。   菜料理を工夫する力。 
 ③ 調理は全員が経験しているが、積み重ね   
  が少なく、基礎技能の習得は個人差が大き  ③ 自分で考えた調理に必要な、「切る」「ゆ 
  い。   でる」「いためる」などの技能を高める。 
 ④ 一般的な知識として、バランスのとれた  ④ 自分の生活に結びつけて考え、実践して 
  栄養の大切さや、生活時間の有効な使い方   いくために必要な具体的な知識を身につけ 
  について知っている。   る。 

 
                                                                                             



研究へのアプローチ  
（１）学習過程の工夫  
 みつめる・つかむ   
  まず子どもたちに、家庭での生活の様子を振り返らせ、そこから出てきた問題点、改善点を絞  
 っていく。「朝の時間にゆとりがない」などの問題点があがってくることが子どもたちのアンケ  
 ートからも予想できる。そして、その後３日間の朝ご飯の内容を記録させ、給食センターの栄養  
 士さんの協力を得て、栄養のバランスについて学習させる。子どもたちは、毎日の給食を栄養面  
 などから考えてくださる栄養士さんの専門的な話を聞きながら、自分の朝食を振り返ることによ  
 り、一層朝ご飯を見直す必要性を感じとると予想できる。  
 深める   
  そしてその後、自分の家で不足している栄養を補うため、または自分の朝ご飯をより一層充実  
 させるために朝ご飯のおかずを一品考えるという課題を投げかける。その際、実際の朝ご飯調べ  
 から見えてきた子どもたちの朝ご飯で不足しがちな栄養の多い野菜に重点を置いた料理に絞って  
 いく。また、調理の経験が浅い子どもたちが調理の計画を立てる際の手がかりになるよう、主な  
 野菜を「いためる」「ゆでる」試し調理を取り入れる。実際にゆでたりいためたりする方法を調  
 べ、実践することにより、「切る」「いためる」「ゆでる」の基礎基本がより一層明確になり、定  
 着していくと思われる。また、すべての子に「いためる」か「ゆでる」の試し調理を実践させる  
 ことにより、基礎基本の理解や技能が一層定着していくように配慮する。  
 生かす   
  学校で調理した後、実際に自分の家で、家族のために調理をするように働きかける。その際、  
 学校で調理した友達の実践を参考にし、取り入れたいところや改善したいところをもう一度工夫  
 させながら朝食を考えさせる。自分の生活から課題を設定しているので、家庭で調理をすること  
 は児童にとっても取り組みたい活動であると思われる。また、児童の家庭での取り組みに対する  
 家族からの言葉がけによってその後の実践意欲がより一層高まっていくと考える。  
  
（２）ものとの主体的なかかわり  
  本単元での「もの」とは、誰もが毎日接している「朝ご飯」と考えている。  
 「朝ご飯」は１日３回とる食事のなかでも家庭でとることが多い食事なので、特に栄養や家族の  
 ふれあいの面などから大切にしたい食事である。  
  また、朝は調理にかける時間があまりないことから、一層栄養のバランスを考えたり、効率の  
 良い調理方法を考えたりする必要があり、栄養についての知識や、「切る」「ゆでる」「いためる」  
 などの調理の技能が必要になってくる。  
    本単元で「『もの』と主体的にかかわる」とは、家族のために、「朝ご飯」にぴったりな野菜  
 料理づくりに、素材や栄養、調理の仕方などに子どもなりのこだわりをもちながら取り組んでい  
 く姿であると考える。家族のためにという思いや、自分なりのこだわりを持ちながら調理に取り  
 組むことで、より主体的な学習となる。  
  また、子どもたちが主体的に学習していくなかで、家族からの聞き取りやインターネット、図  
 書などからの調べ学習を取り入れる。自分で調べたり、それをクラスの友達に紹介したりする活  
 動のなかで、より一層理解が深まると考える。  
  
（３）評価活動の充実  
   実際に調理をする場面では、自己評価と、２人一組でお互いの調理の様子を見合う、相互評  
 価を取り入れる。  
  自己評価は、一単元を通して、毎時間の目標についての自己評価をさせる。一単元が一つの表  
 になった自己評価カードとし（ステップアップカード）、一時間や一単元の見通しを持って学習  
 に取り組めるように配慮する。  
  調理実習での相互評価では、事前にお互いの調理計画を確認させ、たりないところを補うなど  
 のアドバイスをさせ、お互いにより良い実践につながるようにしたり、評価のポイントを確認さ  
 せたりしておく。自己評価、相互評価いずれも、その時間に身につけてほしい基礎的な知識や技  
 能をはっきりと子どもにも示しておき、子どもなりにめあてを持って取り組みながら学習内容が  
 定着していくように配慮する。  



  また、２人の指導者で評価するグループを分担し、より細やかな支援につながるようにする。そ  
 して、最後の家庭での実践では、家族に感想をいただくようにし、今後の実践意欲につなげるよ  
 うにする。  

 
 
５ 本時の学習 
（１）目標 
     ・ わが家の朝ご飯のために考えた、ゆでたりいためたりする朝食のおかずを、手順を考えな 
   がら調理することができる。 
（２）準備   教師：掲示物、次時につなげる野菜料理 
                児童：材料、調理計画カード 
（３）展開                                                                                    

                 学習活動          教師の支援◇ 評価◆（観点）  
          Ｔ１          Ｔ２  
１，本時のめあての確認 ◇ 各自がたてた一品の手順や材料を見て、特に  
  注意して実習する点（こだわり）を確認する。  
  自分が考えた、こだわりの朝食を作っ    
 てみよう     
    
 野菜２品以上＋その他１まで を使った料理    
    
    
   こだわり・コツの確認  ・○○のために    
   ・緑黄色野菜を使って    
  ・旬の野菜で   ・うちの畑でとれた野菜で    
   ・お父さんの好きな○○を使って    
    
    
２，実習の時の衛生面や安全の注意を聞く ◇ 効率よく動くために、机上を整とんして作業  
  にはいるよう助言する。  
   
３，計画に従って実習する（グループの人数 ◆ 実習者・・・・手順、技能（観察）  
 分作る）     観察者・・・・・メモ、適宜アドバイス  
  お互いに評価しあう            （観察、ワークシート）  
   
 ◇手順の悪い児童には、効率よく作業できるよう  
  に助言する。  
 ◇包丁の安全な置き方を確認する。  
４，できあがったらお皿に盛りつけをする   
   
後で友達に紹介するため、写真を撮っておく    
    
    
５，グループで試食し、感想を話しあう    
 ◇味だけでなく、友達の ◇観察者の視点やメモ  
  朝食としてのこだわり  の取り方の支援をす  
  が出ているかを話し合  る。  
  いのポイントとして提   
 
 
６，次時の予定を聞く 

 示する。   

    ・こだわり料理の家庭での実践    



     （味付け）（組み合わせ）（切り方）・・ ◇Ｔが自分の子どものた   
   ・等もう一工夫  めに作った野菜料理を   
  紹介し、次時の意欲付   
  けをする。   
７，協力して片づける    
   
 ◆安全、衛生面に配慮しているか（観察）  
 ◇環境に配慮した片づけができるように助言する。  
（４）本時の研究の視点 
  ・ ものと人とのかかわりを考えながら朝食のおかずづくりに取り組ませたことは、意欲的に調理 
 をするのに役立ったか。 
 



４．題材構想図 
 「わが家の朝ご飯にぴったり ～野菜を使った一品料理を作ろう～」（全 10時間）     6年 1組 37名 
              

主な学習内容  
                                     
           
 
                    
 
 
 
 
                  
 
             

 
             

 
 
 
 
 
 
             

 
             

             

 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
             

 
 

朝ご飯の大切さ 

栄養の３グループ 

朝ご飯のコツを
使って 

自分のこだわ
り・工夫 

家族のために 

見通しを持った

時間配分 

「ゆでる」、「いため
る」コツ 

「切る」：適した大

きさ、厚さ 
「いためる」：適当

な時間、タイミング 
「ゆでる」：適当な

時間、タイミング 

◆自分の生活に目を向け、よりよい生活
の仕方について考える。（観察・発言）

◇朝食摂取と 1 日の生活を関連させ、朝食
を用意してくれる家族の思いなどから考
えを深めていけるようにする 

・朝は時間がない
なあ。 
・もう少し野菜を
とらないと。 

関連する教科等 
ものとのかかわり 

基礎基本 

学級活動 
栄養士さんとの朝食調べ 

朝食しらべ 
食のノート 

主な支援◇ 評価◆（視点）

子どもの思いや考え 

家族のためにⅡ 

             めざす子どもの姿 
わが家の朝ご飯の振り

自分で調べたり、友達の

自分が考えた朝ご飯を
                   

みつめる・つかむ（２時間） 
朝の生活を見つめ、朝食の大切さを知ろう

・朝の生活時間を振り返る。 
・わが家の朝食を調べる。 
                       深める（8時間） 
わが家の朝ご飯を作ろう 
・野菜の「ゆで方」「いため方」のコツを調

・家族から取材
しよう 
 総合 
「ふるさとを見つめ直そう」 
・野菜作り 
                        

◇家族のための「こだわりポイント」が
選べるよう、迷っている子どもには具
体的なアドバイスをする。 

                           

                       
                      

べてくる。（課外） 
・「ゆで方」「いため方」のコツを発表し、
まとめる。（１） 
・「ゆで方」「いため方」試しづくりの計画
を立てよう。（１） 

・みんなで選んだ野菜を「ゆで方」「いため
方」試しづくり＝一人一調理→まとめる
                （２）
   ほうれんそう、人参 
広げる 
・わが家の朝ご飯に必要な一品料理を考え
よう（１） 
野菜 2品以上＋その他１品 
味付けは塩か醤油 

 
 
 
 

◆わが家の朝ご飯に必要なこだわりの一品
料理を計画している。 

（ワークシート・観察）

本・ＰＣでしらべよう。

◇取材をもとにした話し合いの内容が生

かされるように助言していく。 

コツがわかったぞ

・私のこだわりポイント
・緑黄色野菜いっぱい 
・お母さんのための簡単料理 
・畑仕事をしてくれるおばあさんの 

◆ゆでるコツ、いためるコツについて情報
交換しようとしている。（観察） 
 
 

理科 
「動物の体の働き」 
・栄養 
                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
わが家の朝食を作ろう（２）（本時２／２）
 
ふりかえる 
・友だちの料理を参考にしながら、自分の
家での実践計画を立てる。（１） 

生かす 
家庭での朝ご飯作り 

◆わが家の朝ご飯に必要なこだわりの
１品料理を計画している。 

◆野菜をゆでたりいためたりし、こだわ
りの１品料理を作ることができる。 
        （観察・ワークシート）

◇実習者には、手順、技能の支援を、
観察者には、観察の視点やメモの取
り方を支援する 

・友だちの意見を
参考にしよう。

・家族のために作ろう。
・朝だから手早く作ろ
う。

ために（畑の野菜を使って） 
・お父さんの好きな〇〇を使って 
・弟の嫌いな〇〇を食べやすく 
・今が旬〇〇野菜を使って 
・地元食材 
・スクラム（６－１）農園で育てた野
菜を使って 

     
返りから課題をつかみ、自分なりのこだわりをもって調理に取り組む。（自ら学ぶ力） 

料理の良い点を取り入れたりしてわが家の朝ご飯にふさわしい料理を作る。（学び合う力）

、家族のために作ろうとする。（学びを生かす）



わが家の朝ご飯にぴったり～野菜を使った１品料理を作ろう～ 
「ゆでる」「いためる」の取材をしよう！（１） 

                     ６の  （            ） 

「ゆでる」について 

 

 

 

 

 

「いためる」について 

 

 

 

 

 

 

ここで学んだコツを、朝食作りに生かしましょう！ 

 



わが家の朝ご飯にぴったり～野菜を使った１品料理を作ろう～ 
「ゆでる」「いためる」の試し調理をしよう！（２） 
                     ６の  （            ） 
                   ペアの友だち（            ） 
  選んだ野菜＜         ＞ 

 自 分（いためる・ゆでる） 友だち（いためる・ゆでる） 
気がついたこと 
学んだこと 

  

実習の感想  

 
選んだ野菜＜         ＞ 

 自 分（いためる・ゆでる） 友だち（いためる・ゆでる） 
気がついたこと 
学んだこと 
 

 
 

 
 

実習の感想  

 



わが家の朝ご飯にぴったり！！  ～野菜を使った一品料理を作ろう 

    調理計画カード            ６年（               ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

切る 

・大きさ 
・切ってからの保存 

いためる・ゆでる 

・入れるタイミング 

・入れる順番 

・フライパンの様子 

・火加減 

味付け・もりつけ 

・出来上がりのタイミング 

・味付け 

材料（量） 用具(数量) 

こだわりポイント 

だれのために 

 

どんな願いで 

 

 

どんな方法で 

 

 

 

こだわり料理ネーミング【                】 



 
 
実習評価カード 
 
 

６ 年    組  （                ） 

 
 

作る過程 主なコツ 自己評価 友だちからアドバイス 

切る ・ 適した大きさ 
 

・ 材料を入れるタイミング 
 

いためる 
ゆでる 

・ 材料を入れる順番 
 

見極め ・出来上がりのタイミング 

味 ・味付けのタイミングなど 

自分でできた◎ 友だちのアドバイスでできた○  

 

実習してみてGet したこと 



実習評価カード 
 
 

年    組  （                ） 

 
 

項目 主なコツ 自己評価 友だちからアドバイス 

切る ・ 適した大きさ 
 
・ 材料を入れるタイミング 
 

いためる 
ゆでる 

・ 材料を入れる順番 
 
・出来上がりのタイミング 見極め 

味つけ 

・ 味付けのタイミングなど 
 

こだわり  

自分でできた◎ 友だちのアドバイスでできた○  

６ 

 

友だちの一品料理を見て 
すごいな､いただき！！ 

実習してみてGet したこと 



わが家の朝食にぴったり！！ 

～野菜を使った一品料理を作ろう～ 
６年   組   番（                      ） 

 

食のノートで栄養士さんと朝ご飯につい

て学習し、朝ご飯の大切さがわかった。 

この学習で Getしたこと 

朝の生活を見つめ、時間の使

い方を考えることができた。 

生活時間と食事調べから自分の良い点、改善

したい点を考えることができた。 

ゆでるコツ、いためるコツを調べる

ことができた。 

野菜を「ゆでる」「いためる」の試し作り

ができた。 

わが家の朝ご飯にぴったり！！こだわ

りの一品を考えることができた。 

わが家にぴったり！！こだわりの朝ご

飯の一品料理を作ることができた。 

今までの学習を生かして、家でのこだわり一

品料理の計画を立てることができた。 

ゆでるコツ、いためるコツを紹介しあい、コツがわか

った。ゆでたり、いためたりする計画がたてられた。 



指導と評価の計画       わが家の朝ご飯にぴったり  ～野菜を使った一品料理を作ろう～ 
  目標  ○ 朝の生活時間や調和の良い食事に関心を持ち､野菜を用いた簡単な調理をしようとする。 

○ ゆでたり、いためたりする朝食作りに必要な基礎的な技能を身につけている。 
○ ゆでたり、いためたりする朝食作りに必要な基礎的な技能を身につけている。 
○ 生活時間の有効な使い方や、ゆでたりいためたりする調理に関する基礎的事項について理解している。 

 ○ 学習活動における具体的評価規準  ◎「十分満足できる」状況と判断される児童の具体的な状況  ＊「努力を要する」状況と判断される児童への指導の手だて    （評価方法）  小題材名 
・主な学習内容 家庭生活への関心・意欲・態度 生活を創意工夫する能力 生活の技能 家庭生活についての知識・理解 

 
 
１ 
 
 
 
 

１．朝の生活を見つめ、朝食の大

切さを知ろう。 
・朝の生活を見つめ､時間の使い方を

考える。 

○ 自分の生活時間に目を向け、よりよい生活の仕方について考えよう

とする。 
◎ 自分の生活時間に目を向け、よりよい生活の仕方について考え、実践

しようとする。 
＊ 友だちの意見を参考にしたり、助言をしたりして、自分の生活時間の

活用について考えることができるようにする。 
（活動状況の観察） 

○自分の生活時間について考え、よりよい生活をめざして工

夫して考えることができる。 
◎自分の生活時間について考え､根拠をもって自分にあった

よりよい生活時間を工夫しようとする。 
＊友だちの意見を参考にしたり、助言をしたりして、自分の生活時

間の活用について工夫して考えることができるようにする。 
（活動状況の観察・ノート） 

 ○ 自分の生活時間見つめ、よりよい生活をしていくことの

大切さがわかる。 
◎ 生活時間を工夫し､根拠をもって自分の生活をよりよく

改善していくことができる。 
＊ 生活時間をみなおし､よりよい生活を工夫できるよう具

体的に個に応じて助言する。 
(ノート・発言) 

 
 
２ 

・生活時間調べと朝食調べから自分の

よい点、改善したいと思う点を考え

る。 

○ 生活時間と食事から自分の生活を見つめている。 
◎ 生活時間と食事調べから意欲的に自分の改善点を考えようとしてい

る。 
＊ 具体的に個に応じて提案や助言する。 
（活動状況の観察・ワークシート） 

  ○ 生活時間や朝食調べから自分の課題を理解している。 
◎ 生活時間や朝食調べから根拠をもって自分の生活をより

よくしようとする課題がわかる。 
＊ よりよい時間の使い方や朝食の取り方について考えられ

るよう助言する。 
（ワークシート・発言） 

 
 
３ 

２．わが家の朝ご飯を作ろう。 
・取材してきたゆでるコツ、いためる

コツを紹介し合う。 

○ ゆでるコツいためるコツについて情報交換しようとしている。 
◎ ゆでるコツいためるコツについて、積極的に紹介したり I、聞いたり
している。 

＊ ゆでるコツいためるコツについての友だちの発言をノートにまとめ

るように助言する。（活動状況の観察） 

  ○ ゆでるコツいためるコツを理解している。 
◎ ゆでるコツいためるコツの理由も含めて理解している。

＊ ゆでるコツいためるコツを友だちの発言から理解できる

よう板書をし､書き残すことを助言する。 
（発言・ワークシート） 

 
 
４ 

・野菜を「ゆでる」・「いためる」試し

作りの計画を立てる。 
 
 

○ 手順を考えて計画しようとしている。 
◎ 決められた時間を有効に使うように計画している。 
＊ 空いている場所に次にするべき作業について助言する。

（活動状況の観察・ワークシート） 

 
 
 

○ 手順を考えて試し作りの計画を立てている。 
◎ コツを生かし、手順なども考えて試し作りの計画を立て

ている。 
＊ 困っている状況を聞き、助言する。 
（活動状況の観察・ワークシート） 
 

 
 
５ 
・

６ 

・野菜を「ゆでる」・「いためる」試し

作りをする。 
 

  ○ 野菜をゆで、いためることができる。 
◎ コツを生かして、手際よく野菜をゆで、いためることができ

る。 
＊ ペアの子どもと一緒にやったり、どうやったらいいか助言し

たりする。（活動状況の観察・ワークシート） 

○ 食材にあった調理をすることができる。 
◎ 食材や調理方法に合わせて、調理をすることができる。

＊ 取材したことと照合させて、改善すべきところはないか

助言する。 
（活動状況の観察・ワークシート） 

 
 
７ 

・わが家の朝ご飯に必要な１品料理を

考える。 
 ○ わが家の朝ご飯に必要なこだわりの１品料理を計画し

ている。 
◎ わが家の朝ご飯に必要なこだわりをしっかりとした願い

を持って工夫して計画している。 
＊ 思いを聞き、その子にあったこだわりを一緒に考えたり、

提案したりする。 
（ワークシート・活動状況の観察） 
 
 
 
 
 

 ○ 朝食としてふさわしい１品を考えることができる。 
◎ こだわりを生かした一品料理を考えることができる。 
＊ 朝食の意義についてふりかえり､思いを聞き、助言をす

る。 
（活動状況の観察、ワークシート） 



 
 
８ 
・ 
９ 
 

・ わが家のこだわり朝ごはんをつく

る。（本時２／２） 
 

○ 家族への思いをもってこだわりの朝食一品料理作りを

しようとする。 
◎ 家族への思いをもって自分から進んで実践しようとす

る気持ちが持てる。 
＊ 自分の好き嫌いで食材を選ぶのではなく､家族の生活

スタイルなど家族のために考えるよう助言する。 
（活動状況の観察） 

 
 

○ 野菜をゆでたり、いためたりし、こだわりの１品を作ること

ができる。 
◎ コツを生かして、手際よく野菜をゆでたり、いためたりするこ

とができる。 
＊ ペアの子どもと一緒にやったり、どうやったらいいか助言した

りする。（活動状況の観察・ワークシート） 
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・友だちの料理を参考にしながら、自分

の家での実践計画を立てる。 
○ わが家の朝ご飯にぴったりの一品料理の計画を立て実践しよ

うとする。 
◎ 家族のためにこだわりを持って工夫して１品料理の計画を立

て、実践しようとしている。 
＊ 思いを聞き、個人にあったこだわりとその具体化の仕方を提案

する。 
（ワークシート・活動状況の観察） 
 

○ わが家の朝ご飯に必要なこだわりの１品料理を計画

している。 
◎ わが家の朝ご飯に必要なこだわりをしっかりとした願

いを持って工夫して計画している。 
＊ 思いを聞き、その子にあったこだわりを一緒に考えた

り、提案したりする。 
（ワークシート・活動状況の観察） 

  

 




